
平成 21年度 年次総会議事録                      文責 大谷茂之 

日時：平成 21 年 4 月 18 日（土） 9：30～11：30 

場所：愛知県青年会館 第 12 会議室 

出席者：議長；北野  副議長；石黒、大谷以上 2 名  議員；22 名 

   アドバイザー；河村、高橋以上 2 名  オブザーバー；浅井事務局長 以上合計 28 名 

 

1. 開会の言葉（石黒） 

2. 国旗儀礼 

3. 国歌斉唱 

4. 議長挨拶（北野） 

昨年の活動の振り返りと総会の流れについてアナウンス。資料の 2 ページ目の閉じこみミ

ス訂正。 

5. 議案審議（北野） 

① 第 1 号議案 平成 20 年度事業報告に関することおよび承認を求める件 

昨年の活動の報告。 

（古木）今回の年次総会は平成 21 年度を進めるにあたっての年次総会であるため、平

成 20 年度年次総会は間違いである。憲章も確認。 

（北野）平成 21 年度総会に表紙と式次第を訂正 

（大谷）訂正事項。第 2 回定例会の報告伝達事項の「風の会奉仕報告」は、「風の会事

前訓練報告」。第 3 回定例会の報告伝達事項の「青少年協若年」は「青少年団体連絡協

議会」。 

→承認 

② 第 2 号議案 平成 20 度会計に関することおよび承認を求める件 

会計に関しての報告。 

→承認 

③ 第 3 号議案 ＡＲＣ憲章の改正について承認を求める件 

ＡＲＣ憲章の改正に関して、第 5 条の選出方法を「総会の決議」から「総会または定

例会」に、「アドバイザーを若干名」を「アドバイザー等を若干名」に、第 7 条を全面

改定して大項目を「財務」とし、中項目を「収入・支出・会計年度」とし、支出には

小項目を設けた。 

（水谷）改正案はどこで話し合われてきたのか。どうして改正するのか。 

（北野）運営会議にて話し合われた。改正理由は、第 5 条の選出方法は、ブロックご

とに副議長を選出している現状、総会決議のみで選出すると知多ブロックの副議長の

席が空いてしまうため。アドバイザーに関しては、インストラクターを任命している

ため。第 7 条は活発なローバー活動を促すため。 

（水谷）選出方法に関して、総会で決まらなかったときのみ定例会で任命するという

文言の方がよいのではないか。 

（山内）決議の定義は。 

（北野）第 3 条の通り、参加者の過半数（委任状による参加も含む）の賛成をもって

可決する。 

（中川）総会と定例会の人数の定義がされておらず、総会よりも定例会の人数が少な

い状態で副議長任命等を行うのは少し問題があるのではないか。文言に配慮すべき。 

（古木）議長は総会で、副議長は総会と定例会で選出するという意味ならば、議長と

副議長の選出方法を分けるべき。定例会で副議長を選出するなら、その任期はいつか

ら 1 年になるのか。議長と副議長は総会で決めることにし、決まらなければ次回定例

会にて選出するという決議をすれば問題がないのではないか。また第 7 条の 2.の②、

「補助費を受給される」は日本語がおかしい。「給付する」が正しく、また付則は改正

したことを全て記録するので、「本憲章は平成 12 年 4 月 23 日をもって改正し、施行

する」を改正憲章に残すのが正しい。そして今回、初めて改正内容や文言に関して意

見が交わされたため、このまま議決するのは難しい。一度文言を修正して、次回定例

会等で改めて決議すると、この場で決議するのがよいのではないか。 

（北野）このままの改正で決議するか、この改正は改正案とし第 2 回定例会で改めて

決議をするかの決議を行う。 

→「第 2 回定例会にて決議」が可決 

（植田）愛知連盟全てのローバーがＡＲＣに参加しているならば、愛知連盟より予算

をいただいている以上、愛知のローバー全員がこの憲章を知っておくべきであり、総

会には委任状参加も含めて全員が参加するのが筋だと思われる。 

④ 第 4 号議案 平成 21 年度事業計画に関することおよび承認を求める件 

平成 21 年度の事業について。訂正で、定例会の「エリア」は「ブロック」。 

→承認 



休憩 

（北野）（③の最後の意見について）ＡＲＣの構成員は愛知連盟のローバーだが、全員がＡ

ＲＣの全体会に参加しなければならないわけではないので、間違えのないよう。 

⑤ 第 5 号議案 平成 21 年度会計に関することおよび承認を求める件 

（北野）愛知連盟 60 周年記念行事補助費が 100,000 円支給されたが、記念行事のための

予算であり、来年度は支給されない。そのため特別経費とした。ローバース活動支援費

は、承認したローバース活動へ給付するための経費だが、現在改正憲章は未可決。 

（山内）ローバース活動支援費について、可決されていない改正案に基づくと、上限が予

算の 1 割、つまり 25,000 円を当てることができるが、なぜ 20,000 円なのか。 

（北野）上限のため、20,000 円でも問題はない。また来年度は特別経費がなくなるため、

活動支援費にあてられる上限が 15,000 円になり、今年度と来年度の差が大きくなりすぎ

るのは不適切と判断したため、20,000 円と設定した。 

（都築）ローバース活動支援費は、改正憲章に基づいた予算枠のため、次回憲章が可決さ

れた場合にはこのままの予算案で通し、ローバー活動支援費に予算をつけないと可決さ

れた場合には、ローバー活動支援費を削除し、この 20,000 円はＡＲＣアクティビティー

補助費へ繰り入れるという予算でよいかどうか。 

（古木）憲章を改正することとローバース活動に資金援助することは別のことであり、先

にローバース活動にＡＲＣが資金援助をしてよいかどうかを諮るべきだった。憲章に関

してはまた次回の定例会で決議するので、まずここで活動支援をしてもよいかどうかを

決議するのがよい。 

（北野）ＡＲＣはローバース活動に資金援助してよいかどうか、決議を行う。 

→可決 

→ローバース活動支援費として予算に計上する。 

⑥ 第 6 号議案 議長ならびに運営委員選任に関することおよび承認を求める件 

（北野）議長は留任、副議長は各ブロックより 1 名ずつ選出だが、知多ブロックはまだ

人選が完了していないため保留し、次回定例会にて審議したい。運営委員の任期は設

定されていないので、「任期 1 年」を削除して下さい。 

（中川）副議長と運営委員の違いは何か。 

（北野）議長の代理が可能か否か。副議長を補佐するのが運営委員である。 

→承認 

⑦ 第 7 号議案 アドバイザー等の依頼に関することおよび承認を求める件 

（北野）アドバイザーも各ブロック 1 名ずつお願いしたかったが、今年度は尾張ブロ

ックの河村氏と知多ブロックの高橋氏にお願いしたい。稲生氏にはインストラクター

として、特にサマーアクトでのマリンジェット操縦について技能支援をお願いしたい。 

→承認 

⑧ 特別議案 議長の選任および新任議長、運営委員に関することおよび承認を求める件 

（北野）一身上の都合により、北野が議長より退任したい。運営委員会にて承認は得

ているので、正式に議員の皆さんから承認を得たい。人事については、石黒副議長が

議長となり、都築運営委員が副議長となる。 

（山内）大島副議長と園原・舟橋両運営委員は、第 6 号議案でそれぞれ役務を任命さ

れたので、新任ではなく再任になるのではないか。 

（北野）修正お願いします。なお、運営委員の「任期 1 年」についても削除お願いし

ます。 

→承認 

（古木）特別議案が承認された後ですが、一言。これで新しい運営体制で活動するこ

とになった。前議長としてここにいるローバー全員で確認したいのだが、議長・副議

長は、この人ならローバーのために活動し、任期を全うしてくれるというローバーの

想いがあって選ばれるのであり、選ばれたローバーはその想いに応えられるよう任期

を全うすることが課せられた責務だと思う。我々ボーイスカウト活動は、生活があっ

ての活動であるため、今回北野議長の退任はやむをえない事情の下だと思うが、運営

委員会のメンバーは、ＡＲＣ議員全員の想いを背負っているのだと自覚して欲しいと

願う。また我ら議員も、運営委員会に企画運営を任せるのではなく、自分達みんなで

ＡＲＣを作るという意識を持って、これからの活動を進めていって欲しいと願う。 

（北野）新運営委員会メンバーから、一言ずつ。 

（石黒）新議長になりました石黒です。これから一年間がんばっていきますが、私が

ＡＲＣではなくここにいる皆がＡＲＣですので、ぜひ助けてください。昼からは楽し

い第 1 回定例会を予定していますので、よろしくお願いします。 

（都築）ＡＲＣのなかでも古株となってきましたが、新しい出会いがあって楽しく活

動しています。皆さんも楽しめるＡＲＣにしていきたいと思いますので、ご協力お願

いします。 



（大島）副議長になりました大島です。運営委員を 1 年やってもいまだによくわから

ないことがありますが、皆でＡＲＣをよくしていきたいと思います。よろしくお願

いします。 

（大谷）去年の副議長で唯一留任することになりました。去年よりもさらに活動に力

を入れて頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（園原）運営委員は日雇い派遣扱いということで、いつ首切られるかわかりませんが、

1 年生き残れるように頑張りたいと思います、 

（舟橋）ＡＲＣに参加してから 1 年ぐらい経ちました。入ったときの事を思い出すと、

何をやっているところなのか、どんな人がいるのかわからなくて不安でした。だか

ら新しく入ってくる人が早く馴染めるようにサポートをしていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

（北野）ありがとうございました。質問やコメントがありましたら、どうぞ。 

（加藤）私は今年 4 月からローバーになりました。県フォーラムでＡＲＣのお世話に

なり、そのときに写真を使ったプレゼンで活動を紹介していただいて参加したいと

思ったのですが、総会のように文字資料だけではＡＲＣの活動を知らない人を勧誘

するのにインパクトが足りないので、参加者を増やすならば、写真や映像を使った

具体的でわかりやすい説明をする場が欲しいと思いました。 

（北野）活動のプレゼンは、定例会で行っていますので、そちらに身近なローバーを

誘って参加して欲しいと思います。また、ここにいる皆さんがＡＲＣの活動を周り

のローバーに伝えて、どんどん参加者を増やしていって欲しいと思います。あとは

石黒議長にお任せしたいと思います。 

（石黒）年間の活動をまとめた紹介プレゼンを公開したいですね。 

（北野）そうですね。加藤さんコメントありがとうございました。 

（中川）スカウトフォーラムの報告書はまだでしょうか。ファシリテーター部長とし

て、ファシリテーターの皆の意見を吸い上げて報告したので、その後が気になって

います。 

（石黒）あとでじっくり話し合いましょう（鋭意製作中です。申し訳ありません）。 

（加藤）県フォーラム参加ＶＳメンバーでピースパックプロジェクトを立ち上げて話

し合っているのですが、プロジェクトに関してＡＲＣからの助力が欲しいです。 

（石黒）了解しました。 

（北野）以上をもちまして、議案審議を終わります。ありがとうございました。 

6. アドバイザー講評 

（河村）仕事の都合で遅れて申し訳ありませんでした。総会を見ていて、最後に加藤さん

から、ＲＳがＶＳを支援して、その結果ＲＳへ上がってきたことが聞けたのはとてもうれ

しく、ＡＲＣが様々な活動に奉仕してきた結果が得られたのだと思います。さらにＶＳが

プロジェクトを始め、それにＡＲＣへ応援を頼みたいとのことでした。先輩として後輩に

力を貸すという流れができてきたのが素晴らしいと思います。憲章改正にしても、運営委

員会で話し合った上の改正文でしたが、この場で様々な意見を取り入れることになり、皆

で作る活動であることの表れではないかと思います。ここにいる皆が営業マンになり、ひ

とりでも多くの仲間を連れてきて、さらなるローバリングや指導者としてのレベルアップ、

そして私生活における相談等ができる仲間を増やしていって欲しい。また議長は事情があ

って降りることになったが、新たな道を皆で応援したいと思う。仲間なくして活動できま

せん。第 2 回定例会で、皆で作った憲章が承認されることを期待しています。そして今年

は行事が盛りだくさんです。新しい体制を皆で盛り上げていきましょう。長くなりました

が、以上で終わります。 

（高橋）長い時間ご苦労様でした。皆で作るＡＲＣという議論ができたのではないかと思

う。特に憲章が決議されなかったのが良かった。総会では議案は通って当たり前の雰囲気

がありますが、それを皆で意見を出し合って、次回までに考え直そうと決めたことが素晴

らしいと思う。また新たにＶＳがＲＳに上がってきてくれました。このように仲間を増や

し、一生の仲間ができたらといいと思います。今年一年間、よろしくお願いします。 

  （浅井）総会ご苦労様でした。今まで支えてくれた北野議長、お疲れ様でした。新しく議

長に就任された石黒議長、期待していますので、よろしくお願いします。総会に皆さん

の想いがつまって、また新しい年が始まる。今年は愛知連盟 60 周年記念であり、事業が

たくさん開催されます。皆さんの力で成功させて欲しいと願います。今年一年間、よろ

しくお願いします。 

7. 連盟歌斉唱 

8. 国旗儀礼 

9. 閉会の言葉（石黒） 


